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❶ ひとめぼれ そうめん／北上市
 180g×10束　税込 2,400円（本体価格 2,223円）
❶ ひとめぼれ そうめん／北上市
 180g×10束　税込 2,400円（本体価格 2,223円）❸ ひとめぼれセット／北上市

ひとめぼれ そば　　180g×4束
ひとめぼれ うどん　180g×3束
ひとめぼれ そうめん180g×3束

  税込 2,743円（本体価格 2,540円）

❸ ひとめぼれセット／北上市
ひとめぼれ そば　　180g×4束
ひとめぼれ うどん　180g×3束
ひとめぼれ そうめん180g×3束

  税込 2,743円（本体価格 2,540円）

賞味期限2年賞味期限2年

暑い夏に甘ずっぱい涼味
　太陽の光をいっぱい浴びた江刺サンふじりんごの
　食感をそれぞれに冷やしてお楽しみいただけます。

❻ 江刺りんごゼリー

植物繊維の豊富なブルーベリーゼリー
ヨーグルトをかけてさらに爽やか…

目と体の元気の素

❼ ブルーベリーゼリー
 岩手町 
        100g×10個　
　　  賞味期限6ヶ月

復興庁主催
「世界にも通用する究極のお土産選定商品」
東北６県10品の１品に選定されました。

1ℓ×２本　　　　　　　税込 3,900円
 　　（本体価格 3,612円）

❹
賞味期限1年

大好評
賞味期限2年賞味期限2年

❷ ひとめぼれ そうめん／北上市
  180g×５束　 税込 1,274円（本体価格 1,180円）
❷ ひとめぼれ そうめん／北上市
  180g×５束　 税込 1,274円（本体価格 1,180円）

賞味期限2年賞味期限2年

❺ 奇跡の醤（ひしお）
陸前高田市　 賞味期限　１年
500ml×2本

 　　税込 3,564円
　　　　　 （本体価格 3,300円）

奇跡的に震災前の「もろみ」が見つ
かり、その奇跡の「もろみ」から搾った
醤油です。

奇跡的に震災前の「もろみ」が見つ
かり、その奇跡の「もろみ」から搾った
醤油です。

❽ 黒豆ゼリー
 ゼリー 85g×12個　産地／久慈市
 賞味期限1ヶ月

 税込  2,160円　
　　　    本体価格 2,000円）

のどに優しい黒豆ゼリー。岩手県産の黒豆とハチミツ、
龍泉洞の水を使用しています。
添加物は一切含まない自然食品です。

のどに優しい黒豆ゼリー。岩手県産の黒豆とハチミツ、
龍泉洞の水を使用しています。
添加物は一切含まない自然食品です。

❾ 中村家　海の宝石箱 10 中村家　黄金海寿漬
釜石市　250g　　賞味期限　冷凍60日 釜石市　530g　　賞味期限　冷凍60日

税込送料込  4,901円　
　　　　 （本体価格 4,538円）

税込送料込  6,300円　
　 　　　（本体価格 5,834円）

いくら・ほたて・あわび・うに。
三陸と北海道それぞれを代表
する海のお宝が一堂に会した、
まさに「海の宝石箱」と言える
逸品です。温かいご飯にかけて
贅沢な海鮮丼としてお召し上がり
ください。

冷 凍 冷 凍

 　　　　　　　　　 税込  2,160円（本体価格 2,000円）

奥州市 江刺区　賞味期限240日
果肉入りんご・果肉入すりりんご・
すりりんご

6個

　　 税込 1,296円
　　    （本体価格 1,200円）

12個

　　 税込 2,592円
　　    （本体価格 2,400円）

15個

　　 税込 3,240円
　　    （本体価格3,000円）

85ｇ×9個

　　 税込 1,944円
　　    （本体価格 1,800円）

11

賞味期限　3年
●サヴァ缶 　
　黄缶　オリーブオイル漬
　緑缶　レモンバジル味
　赤缶　パプリカチリソース味

税込 2,800円
（本体価格 2,593円）
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2018年　展勝地 夏の贈り物 取扱商品のご案内

32

34
50ｇ×24束

35
ごまそうめん　45ｇ×22束　 産地／長崎県　 賞味期限　1年

13
● 1kg　木箱入　産地／盛岡市 賞味期限3年

はちみつはビタミン、ミネラルを含み体力維持・増進に効果的
です。又、殺菌・抗菌作用や整腸作用があるといわれています。
主に「栃」又、「あかしあ」。他にも種類があります。

黄金蜂蜜（国産）　あかしあ

17
●190ｇ・195ｇ×24缶　　 　　産地／岩手県　　　　賞味期限1年

16
●190ｇ・195ｇ×16缶　　　　 産地／岩手県　　　　賞味期限1年

北上りんごジュース（果汁100％）、江刺りんごジュース（果汁
100％）、江刺とまとジュース（果汁100％）、ピーチジュース加
糖（果汁100％）、ブルーベリードリンク（果汁20％）缶の5種
類の中から、お選びください。

●80ｇ×20個　製造元／株式会社展勝地　　　　　消費期限2日

●10個入　賞味期限14日

　北上後藤野で収穫、当社手打ち蕎麦（食堂
　提供）のそば粉100%そば饅頭です。
　発売日は1日・15日となっています。 ●150g×4  スープ付

　産地／北上市
　賞味期限3ヶ月

22 展勝地 命の源 五穀銭もち

うすと杵でついた、つきたてのお餅をお届けします。
餅米、アマランサス、もちあわ、いなき
び、ひえの穀物はビタミンやミネラルを
多く含んでおります。
お餅は暑さを乗り切る「力」の源。土用
の丑の日は「展勝地の土用餅」夏は五穀
もちで元気にいきましょう。

うすと杵でついた、つきたてのお餅を
お届けします。
白い小判型銭餅、ほんのり甘い胡麻銭
餅、ほんのり塩味黒豆銭餅です。

18
600g（約40本入）　産地／岩手町　 賞味期限　製造日より500日

税込 2,900円
（本体価格 2,686円）

税込 3,450円
（本体価格 3,195円）

31 岩手三大麺

稲庭うどん

●冷麺 産地／奥州市
140g×3 スープ付 
賞味期限90日
●じゃじゃ麺 産地／奥州市 
130g×3 味噌ダレ付 
賞味期限90日
●わんこそば 産地／奥州市 
100g×3 つゆ付 
賞味期限90日

税込 3,240円
（本体価格 3,000円）

25
切り板

切り板

税込 3,564円
（本体価格 3,300円）

400g　　　　　　　産地／岩手町　 　　　　　賞味期限2～３年

19 税込 2,592円
 （本体価格 2,400円）

20
バニラ、いちご、ぶどう、レクラーク、抹茶、コーヒー

6

税込 4,320円
（本体価格 4,000円）

税込 3,240円
（本体価格 3,000円）

33 稲庭うどん

島原手延そうめん

島原手延ごまそうめん

税込 3,780円
（本体価格 3,500円）

税込 2,700円
（本体価格 2,500円）

税込 3,240円
（本体価格 3,000円）

税込 8,100円
（本体価格 7,500円）

14
● 1缶195g×30缶
　産地／北上市
　　　　　賞味期限1年6ヶ月

北上りんごジュース 税込 3,900円
（本体価格 3,612円）

税込 2,700円
（本体価格 2,500円）

15 税込 3,240円
（本体価格 3,000円）

税込 3,780円
（本体価格 3,500円）

取扱商品について
●商品の発送・ご注文受付後、３～４日で発送致します。
●お届け日のご指定がある場合、ご記入をお願い致します。
●❾10直送品はお届け日の指定がお受けできない場合がございま
　すのでご了承下さい。
●以下の発送商品はクール代を加算させて頂きます
････････････････････････････５㎏／２１6円 １０㎏／３24円
❽黒豆ゼリー　20奥中山アイスクリーム　2223展勝地餅
26三陸真崎わかめ

※チラシ掲載商品の他にも、ギフト商品を多数ご用意いたしており
ます。また、ご予算に応じて詰合わせ内容をご自由にお選びくだ
さい。

23
● 1個80ℊ　● 白銭餅×8個　● 黒豆銭餅×6個　● 胡麻銭餅×6個
　製造元／株式会社展勝地　消費期限2日

税込 2,650円
（本体価格 2,454円）

展勝地銭もち三種

26
●産地／田老町
　80ｇ×10袋　
　賞味期限　3ヶ月

税込 3,240円
（本体価格 3,000円）

三陸 真崎わかめ

27
● 前沢牛ラーメン 産地／奥州市 賞味期限180日
　　120g×3袋（麺80g、スープ40g）
● さんまラーメン 産地／奥州市 賞味期限180日
　　128g×3袋（麺80g、スープ48g）
● 白金豚ラーメン 産地／奥州市 賞味期限180日
　　118g×3袋（麺80g、スープ38g）

● 前沢牛ラーメン 産地／奥州市 賞味期限180日
　　120g×3袋（麺80g、スープ40g）
● さんまラーメン 産地／奥州市 賞味期限180日
　　128g×3袋（麺80g、スープ48g）
● 白金豚ラーメン 産地／奥州市 賞味期限180日
　　118g×3袋（麺80g、スープ38g）

前沢牛・さんま・白金豚ラーメンセット

29
● うに 産地／釜石市　500g×1箱
● 帆立 産地／釜石市　500g×1箱
● かに 産地／釜石市　500g×1箱
賞味期限　2年

三陸海鮮料理「中村屋」プロデュース。
各2合用　2～3人前。

税込 5,292円
（本体価格 4,900円）海鮮炊き込みご飯の素セット

12 税込 3,909円
（本体価格 3,620円）

北上山系の大自然の中で実っ
た山ぶどうの原液です。鉄分
を多く含む山ぶどうは疲労回
復に効果があるといわれてい
ます。

サンふじ：ジョナゴールド=
7：3果汁100%

● 1缶190g×30缶
　産地／奥州市
　　　　　賞味期限1年6ヶ月

桃太郎果汁100%・無塩

        規　　格    商品名         税込          商品名　　　税込
黄金蜂蜜 ポリ容器　2.5kg あかしあ 16,524円 栃 15,012円
黄金蜂蜜 ガラス瓶　1.2kg あかしあ   9,072円 栃   8,208円
黄金蜂蜜 木箱・瓶　1.0kg あかしあ   8,100円 栃   7,344円
黄金蜂蜜 ガラス瓶　600g あかしあ   4,968円 栃   4,536円
黄金蜂蜜 ポリ容器　500g あかしあ   3,888円 栃   3,456円
黄金蜂蜜 ガラス瓶　300g あかしあ   2,808円 栃   2,592円

30 税込 1,080円
（本体価格 1,000円）

21 岩手地サイダーセット（3種） 税込 3,500円
（本体価格 3,241円）

●マスカットサイダー 340ml×5本 産地／陸前高田市
  賞味期限1年

●塩サイダー 340ml×5本 産地／宮古市
  賞味期限1年6ヶ月

●龍泉洞サイダー 340ml×5本 産地／岩泉町
　   賞味期限1年

北のカオス 24 税込 1,080円
（本体価格 1,000円）そば饅頭　勘五郎

北上川 冷麺

江刺とまとジュース

ジュース16缶セット

ジュース24缶セット

最高
級品じゅんさい（SSサイズ）

●うどん　　200ｇ×4束　産地／秋田県横手市　賞味期限　2年

28
● 前沢牛ラーメン　 産地／奥州市　 賞味期限180日
　　120g×5袋（麺80g、スープ40g）
● 前沢牛カレー　 産地／奥州市　 賞味期限1年
　　200g×3箱

● 前沢牛ラーメン　 産地／奥州市　 賞味期限180日
　　120g×5袋（麺80g、スープ40g）
● 前沢牛カレー　 産地／奥州市　 賞味期限1年
　　200g×3箱

前沢牛ラーメン、カレー 税込 4,990円
（本体価格 4,621円）

税込 2,830円
（本体価格 2,621円）

長い歴史で培われた伝統の技を生かし、黒ごまをふんだんに
練り込んだ新しいそうめんです。ごまの豊かな香味が加わり、
栄養もたっぷりとれます。

●うどん　　180ｇ×6束　産地／秋田県横手市　賞味期限　2年


